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ゲーミフィケーションによる図書館利用者の行動変容
北村 貴広1

角 康之1

概要：ゲーミフィケーションとは，ゲーム以外の分野にゲーム要素を盛り込むことで，ユーザのモチベー
ションやロイヤリティなどを高める手法であり，それによって利用者が楽しみながら意図せずそれらと関
わっていくことを目的としたものである．本論文では，図書館利用者の行動活性化を図るためにゲーミ
フィケーションを用いたシステムが有効だと考え，陣取りゲームシステムを提案する．このシステムを図
書館利用に用いることで，最初は図書館を利用することは二の次にしてゲームに参加するために訪れてい
たものが，次第にゲームに参加するためだけではなく本を借りたり，学習の場として図書館を利用するの
ではないかと考えた．加えて，システムによって利用者は本来利用することのなかった本棚に足を運ぶな
ど，ゲームに参加することにより得られる行動の変化や，その変化が利用者の興味のある分野にどのよう
な変化を与えるのかについて検討する．

Modification of User’s Behavior in Library with Using Gamification
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とができるようになった [1] ． 中でもオンライン図書館や

1. はじめに

CiNii などの学術情報検索サービスなどはより多くの情報

本論文では，図書館利用者の行動活性化を図るために

をキーワードなどを使って検索することができ，図書館で

ゲーミフィケーションを用いた陣取りゲームシステムを提

探す手間などなく情報を閲覧することができる．これらに

案する．このシステムでは，図書館利用回数の増加，利用

より，学生はわざわざ図書館を利用して情報を探さずとも，

者同士での体験共有やコミュニケーションの増加を図る．

広大なネットの中から必要な情報を簡単に探し出すことが

加えて，システムによって利用者は本来利用することのな

できる環境に取り込まれてしまった．

かった本棚に足を運ぶなど，ゲームに参加することによる

しかし，図書館には実際に足を運び，利用することでし

行動の変化が得られ，その変化が利用者の興味のある分野

か得ることのできない情報もある．それは，普段は目にす

に変化を与えるのではないかと考える．

ることのない分野の本との偶然の出会いなどである．実世

大学の図書館は，教育研究に関わる学術情報の収集・蓄

界において，利用者は借りたい本が置いてある本棚まで実

積・提供を行う支援機能を担ってきた．加えて，大学では

際に足を運び，本を借りなければならない．その本棚まで

学生が自ら学ぶことの重要性が再認識され，その支援を行

の道のりには様々な種類の本が置かれているだろう．それ

うことが図書館にも求められている [1] ．したがって，図書

らの本には利用者の興味を引くものがあり，利用者がその

館は情報の提供だけではなく，学生に対しての学びの場，

本を手に取り読むことがある．このような偶然の出会いは

情報共有の場としての機能が求められている. そのため，図

実世界の図書館に行くことでしか得られない．加えて，大

書館はこれらの機能を満たすために，学習スペースの改善

学内の定期試験のような行事によっては借りられていく本

やテーマごとに特集を組むなど様々な改善を行っている．

の種類が変化し，定期試験に関係した分野に対して興味が

その一方，インターネットの普及により，図書館の利用

近い学生同士が交流を行うかもしれない．

者である学生が Web 上で情報を探索するなど，インター

このような経験を得るためにはやはり実世界の図書館ま

ネット上の多種多様な情報資源に簡単にアクセスするこ

で足を運ぶしかない．しかし，インターネットで情報を収

1

公立はこだて未来大学

集することができるようになった現状では，わざわざ図書
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館まで足を運ぶには何らかの動機づけが必要になる．そこ

あり，時間や場所に支配されない特性を持っている．しか

で，動機づけとしてゲーミフィケーションを用いることで，

し，デジタル化された環境では個人の満足度は高いが，複

ゲームに参加するためという動機づけを与えることで図書

数の利用者での学びあいやインタラクションには向いてい

館の利用を促せるのではないかと考えた．

ない．そこで本研究では，実世界における利用者による学

ゲーミフィケーションとは，ゲーム以外の分野にゲーム
的要素を組み込むことで，ユーザのモチベーションやロイ
ヤリティなどを高める手法である

[2]

びあいやインタラクションなどの体験共有に着目したシス
テムの提案を行う．

．さらに，ゲームの要

素を盛り込むことによって利用者が楽しみながら意図せず

2.2 1 人称画像を用いた体験共有

それらと関わっていくことが目的で行われる．このゲーミ

実世界における画像の体験共有を行った事例として山本

フィケーションを図書館利用に用いることで，最初は図書

らが行った土地獲得ゲームを活用した地理情報付きデジタ

館を利用することは二の次にしてゲームに参加するために

ル写真収集システム [7] がある．この研究では写真を撮影す

利用者は図書館を訪れるかもしれないが，次第にゲームに

ることで実世界の土地を獲得しながら体験共有を行うゲー

参加するだけではなく本を借り，学習の場として図書館を

ムを提案している．本研究ではこれを図書館という環境で

利用しだすのではないかと考えた．

体験共有を行う．
図書館で行われる体験の共有といえば本を読むことに

そこで，本論文では，図書館利用者の行動活性化を図る
ためにゲーミフィケーションを用いたシステムが有効であ

よって得られる体験などを共有することなどが考えられる．

ると考え，陣取りゲームシステムを提案する．その要素技

だが，これらの体験は口頭で共有できる体験といえるだろ

術として図書館内での行動を 1 人称画像として収集する手

う．ならば，1 人称画像を用いた自分以外の利用者の行動

法を説明する．また，システムによって利用者は本来利用

の体験共有ではどうだろうと考えた．1 人称情報を用いた

することのなかった本棚に足を運んだり，ゲームに参加す

体験共有として，和田らの行った複数人の 1 人称視点を利

る利用者同士での体験共有が進むことによって，利用者の

用した体験共有の支援 [8] や，笠原らの開発した JackIn[9]

行動に変化が得られ，その変化が利用者の興味のある分野

などが挙げられる．これらのように 1 人称情報は体験共有

にどのような変化を与えるのかについて検討する．

に適しており，図書館内での行動を 1 人称で共有すること
で利用者の行動に変化を与えるのではないかと考えた．

2. 関連研究

本研究では，1 人称画像を利用してカメラ以外の特別な

2.1 図書館利用の取り組み

装置を使わずに図書館内での行動をライフログ的にデータ

図書館ではすでに利用促進のための取り組みを行ってい

収集を行う．加えて，図書館内での行動を 1 人称で共有す

るものがある．その手法として図書館のサービス改善や利

ることで利用者の行動にどのような変化が得られるのか検

用者への利用方法の教育などが挙げられる．

証する．

図書館のサービスを改善することで活発化を図った手法
としては，地域の特色に合わせた図書館サービスの提供や，

2.3 ゲーミフィケーションを取り入れた事例

蔵書の専門化などに加え，イベントを開催して地域住民を

ゲーミフィケーションは，ゲーム以外の分野にゲームの

呼び込むなどといった受動的なサービスの提供から，能動

要素を盛り込むことによって利用者が楽しみながら意図せ

的なサービスの提供へのシフトを目指した取り組みがなさ

ずそれらと関わっていくことが目的で行われる．つまり，

れている

[3]

．

ゲーミフィケーションは利用者の行動にゲームという動機

また，図書館利用についての教育を行う手法については，
図書館の急速な機械化と，資料の電子化の進展によって，

を与えることによって，モチベーションなどに対して影響
を及ぼすことによって行動変化を促す手法である．

利用者がそれらの利用法に対応できないような事態に陥り，

このゲーミフィケーションが人に与える影響については，

学生の図書館離れが進んだために取り組まれ，利用者の間

三木らによる研究活動のモチベーションを向上するゲーミ

で情報の格差が生まれないようにすることを目的とした斎

フィケーションシステム [10] や，南雲らによる「ゲーミフィ

藤らが行った『図書館活用法』講座などが挙げられる [4] ．

ケーション」が顧客の態度形成及びロイヤリティに与える

これに対して，インターネットの普及による情報の電子

影響に関する研究 [11] が行われている．これらの研究から，

化に対応した電子図書館を用いた取り組みなどが挙げら

ゲーミフィケーションはどのような動機であったとしても

れる．その方法として，神谷らが行った 3 次元ウォークス

その行動への継続意図を高め，利用者のモチベーションを

ルーと CG 司書を用いた電子図書館インタフェースの開発

向上させると考えられる．

[5]

や，箱崎らが行った個人の情報活動の特徴に合わせた仮

想的なデジタル図書館の提供

[6]

などが挙げられる．

このゲーミフィケーションを実際に体験共有という目的
に用いたものとして大高らの行った写真投稿のゲーム化に

これらの取り組みは実世界の限界を超えた取り組みで

よる体験共有支援 [12] が挙げられる．これは観光などの体
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験共有を行うものとして，写真を撮影し投稿するという行
為にゲーミフィケーションが用いることで投稿者の動機づ
けを高めることを目的で行われた．
これらのように本研究では図書館の利用にゲーミフィ
ケーションを用いる．これによって利用者同士がより密接
に関わり，複数人で競い合うことによって一人では続きに
くいモチベーションをお互いに高め合うことができるので
はないかと考えた．加えて，複数人で競い合うことによっ
て他人の行動に影響されて利用者本人の行動にも影響があ
るのではないかと考えた．本研究ではゲーミフィケーショ
ンとして陣取りゲームシステムを提案する．

3. 陣取りゲームによる図書館利用の活性化

図 1 システム概念図

本論文では，図書館利用の活性化を図るためのゲーミ

Fig. 1 System configuration

フィケーションシステムとして陣取りゲームシステムを提
案する．陣取りゲームシステムの概要については図 1 に
示す．
陣取りゲームを図書館利用に用いることで，図書館を利
用することを二の次にしてゲームに参加するために利用者
は図書館を訪れるかもしれないが，ゲームにのめりこんで
いくにしたがって本を手に取り，図書館内での滞在時間の
増加や，本の貸し出しなどの行動に繋がるのではないかと
考える．このような行動が増えていくにしたがって，最終
的には利用者の目的がゲームという枠組みを外れ，本来の

図 2

図書館利用へと変化することによって利用促進になると期

陣取りゲーム

Fig. 2 Game of prisoner’s base

待される．
これに加えて，この陣取りゲームを使用していくことで

イヤー同士が自分の陣地を広げるために他のプレイヤーと

利用者の興味の幅の広がりを期待する．この陣取りゲーム

直接的に争う対戦型のゲーミフィケーションシステムを考

では，プレイヤーが奪い合う陣地は図書館内の本棚と紐付

える．加えて，この陣取りゲームでは実際の図書館にある

けされ，本棚の前に滞在した時間が紐付けの度合いの強さ

本棚ひとつひとつを奪い合う陣地とし，本棚の前に滞在し

としている．つまりは本棚の前に滞在した時間が陣取り

た時間をポイントとして，より多くのポイントを獲得した

ゲームにおけるポイント獲得になっている．よって，プレ

プレイヤーが陣地を獲得するゲーム (図 2) である．

イヤーは自分の陣地を増やし，ゲームに勝利するために何

このシステムでは，利用者はゲームのプレイヤーとして

度も図書館を利用し，多くの種類の本棚の前に滞在する必

図書館を利用する．その際に，プレイヤーにはインター

要がある．そのため，プレイヤーは決まった行動だけでは

バル撮影可能なカメラを胸の前に装着してもらい，図書

なく，普段閲覧しないような様々な本棚に足を運ぶように

館内での行動を複数の足跡画像として収集する．図書館

なる．その結果，利用者がこれまで出会うことのなかった

利用後, 集めた足跡画像と事前に図書館内の本棚を撮影し

本との出会いが生まれ，興味のある分野の幅に広がってい

たマーカー画像とのマッチングを行うことによって，利

くことが考えられる．また，勝利するためには他のプレイ

用者の足跡画像を各本棚に紐付けする．マッチングには

ヤーの行動を把握してゲームを有利に運ぶことも重要で

SURF(Speeded-Up Robust Features) を用いる．

ある．そのための情報収集として互いの体験を共有し，コ
ミュニケーションなどが発生することも期待される．

紐付けられた足跡画像の枚数を滞在時間とし，利用者が
その本棚にどれだけ滞在したのかをポイントとしてゲー
ムの可視化を行う．ゲームの可視化には閲覧性を考慮して

4. 陣取りゲームの試作

web サイトの構築を行った．可視化されたゲームには，実

4.1 陣取りゲームのデザイン

際の公立はこだて未来大学の図書館と同じ配置で陣地を設

本論文では，ゲーミフィケーションシステムとして陣取

定しており，プレイヤーが手に入れた陣地はそれぞれのプ

りゲームシステムを提案する．このシステムでは，プレイ

レイヤーの色で塗られる．ゲーム内では各本棚におけるプ

ヤー間の積極的なインタラクションを起こすために，プレ

レイヤー達が陣地を獲得するのに必要なポイントが表示さ
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図 4 プレイヤーの行動記録と本棚の紐付け

Fig. 4 Player’s behavior and relation of bookshelfs

4)．

図 3 カメラを装着して図書館内を歩き回る

Fig. 3 Walk in the library with camera

4.3 複数人の体験コラージュ
れる．

ゲーミフィケーションとして陣取りゲームシステムを利

また，色の塗られた陣地を選択することで複数人のプレ

用していくことで利用者間での体験共有や，インタラク

イヤー達がその本棚に手を伸ばし，実際に本に手を伸ばし

ションの発生に繋がると考える．また，これによって利用

て読みはじめるなどの行動がコラージュされた映像が再

者の行動が促進され，利用者の興味のある分野が広がるの

生される．このコラージュ映像には，複数人分の行動画像

ではないかと考えられる．そこで，プレイヤー間の体験共

が時間を越えてコラージュされており，この映像をプレイ

有として，利用者間で本棚の前に滞在している状況をコ

ヤーが見ることによって，他のプレイヤーがその本棚のど

ラージュ映像として可視化する．

この本に興味を持ち，手にとって読んでいるのかを体験共

このコラージュには，複数人のプレイヤーが陣地を獲得

有できる．このような他のプレイヤーの行動を共有するこ

するために本棚を利用している様子がまとめられている．

とでプレイヤー自身では手に取るようなことがなかった本

コラージュされた映像には，プレイヤーが手を伸ばし，実

にも興味を持つのではないかと考えた．

際に本を手に取って読むなどの行動が映りこんでおり，他

この複数人によって奪い合う陣取りゲームを利用するこ

人がどのような本に興味を持っているのかなどが体験共有

とで，プレイヤーが陣取りゲームに勝利するために何度も

される．このような他のプレイヤーの行動を共有すること

図書館を利用することで図書館利用が促されると考えた．

でプレイヤー自身では手に取るようなことがなかった本

加えて，陣取りゲームに勝利するために戦略的に行動する

にも興味を持つのではないかと考えた．体験コラージュに

ことによって，これまでプレイヤーが足を運ぶことがな

は，Microsoft が提供している Photosynth を用いた．この

かった本棚にも足を運ぶことでプレイヤーの興味がある分

コラージュ映像には各本棚に紐付けされた複数人のプレイ

野に広がりが得られるのではないかと考えた．

ヤーの行動画像が時間を越えて一つの映像としてコラー
ジュされる (図 5)．

4.2 プレイヤーの行動記録
図書館内でのプレイヤーの 1 人称行動を記録するために
インターバル撮影が可能なカメラである GoPro Hero4 を

5. 予備実験
5.1 実験概要

用いた．プレイヤーは図書館利用する際にはこの GoPro

この実験では，陣取りゲームシステムを実際に長期的に

を胸の前に装着する (図 3)．この際に GoPro は 0.5 秒毎に

利用する前段階として，短期的に陣取りゲームを用いるこ

1 枚のペースでインターバル撮影を行いプレイヤーの 1 人

とでどのような効果が得られるかを検証する．実験には

称行動を記録する．

web サイト上の陣取りゲームページを閲覧してもらい，図

記録したプレイヤーの 1 人称行動画像は，事前に各本棚
を撮影したマーカー画像と特徴量比較を行う．比較には

書館の利用に加えて陣取りゲームページをどれだけ閲覧し
たかのログを収集した．

SURF を用いた特徴点比較を行い，特徴量が一定の閾値を
越えたもので，もっとも特徴量の多かったマーカー画像に

5.2 実験の手法

プレイヤーの 1 人称行動画像の紐付けを行う．プレイヤー

実験被験者

が利用した際に撮影された 1 人称行動画像すべてをマッチ
ングすることで，利用者の図書館利用時の記録とする (図

10 名の大学生が参加した．
実験の設定
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図 6 利用時間の変化

Fig. 6 Change in usage time

図 5 複数プレイヤーの行動が融合されたコラージュ映像

Fig. 5 Collage video in which actions of multiple players are
gathered

実験は約 4 週間の期間で行った．図書館利用時，被験
者には特に時間を気にせず自由に図書館内を歩き回る
ように指示した．加えて，利用頻度に関しても最初の
一度以外には特に制約を設けず，利用者は自由な時に
利用を行うように指示した．

図 7 web 閲覧数と図書館利用回数

実験データ

Fig. 7 The number of web browsing and library usage

被験者には胸の前にインターバル撮影が可能なカメラ

(GoPro) を装着し，図書館内を歩き回るようにした．

• 利用のうちに自分の好みの分野の本棚を見つけ，そこ

GoPro の撮影方法は 0.5 秒毎に 1 枚ペースのインター
バル撮影を行った．加えて，被験者には実験開始前と

を重点的に守るようになる

• 陣取りゲームで過疎化している陣地を獲得しに行動
する

終了時に行動の変化についてアンケートを実施し，被
験者の主観から感じた行動と，実際の被験者の行動に

• ゲームを意識せず行動していたはずが，他人の陣地が
気になって見に訪れる

どのような違いがあるのか検討した．また，利用者か

ひたすら自分が一度獲得した陣地を守るようにして利用

ら本の貸し出し履歴を収集し，システムによって本の

したユーザの行動は図 8 のようになっており，一度目の利

貸し出しにどのような変化があったのか分析した．

用で獲得した下部中央の本棚を他のプレイヤーから守るよ

5.3 実験の結果

うに行動していた．このプレイヤーは他のプレイヤーとの

今回の実験では利用回数に関しては被験者に特に制限を

コミュニケーションにおいて自分はこの陣地を絶対に死守

設けなかったため，利用回数の増加はあまり見られなかっ

するということを目標にしてしまったため，あまり図書館

た．しかし，利用時間に関しては増加する傾向が見られた

全体を歩き回るような行動は見られなかった．

(図 6)．3 回目の利用の部分で減少しているように見える

利用しているうちに自分の好みの分野の本棚を見つけ，

が利用者の一人が個人的な要件で図書館利用を途中で中断

そこを重点的に守るようになるユーザの行動は図 9 のよう

されてしまったためであり，そのほかの利用者だけで考え

になっており，一度目の利用で図書館内を歩き回り，そこ

ると全体では増加し続ける傾向が見られた．

で自分の好みの分野の本が集まっている本棚を発見し，そ

加えて，web 閲覧数の観点から見てみると，web 閲覧数

れ以降はその本棚で立ち読みをすることが多く見られた．

が多いユーザのほうが利用回数が多いことが分かった (図

陣取りゲームで過疎化している陣地を獲得しに行動す

7)．このことからゲームへの熱中度が高いユーザのほうが

るユーザの行動は図 10 のようになっている．このプレイ

利用回数が多いのではないかと考えられた．

ヤーは web サイトの閲覧数が多く，常に他のプレイヤーの

加えて，陣取りゲームを利用することでプレイヤーの行
動には以下のような変容が見られた．

分の陣地を守るプレイヤーの守っている下部中央を避けな

• ひたすら自分が一度獲得した陣地を守るようにして利
用する

行動を見ていた．その結果特徴的な行動として，図 8 の自
がら他のプレイヤーがポイントをあまり獲得していない本
棚を歩き回っていた．
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図 8 自分の陣地を守るような行動

図 9

Fig. 8 Defending positions

自分の好みの本棚に滞在する行動

Fig. 9 Finding favorite positions

ゲームを意識せず行動していたはずが，他人の陣地が気
になって見に訪れるユーザの行動は図 11 のようになって

験の共有が行われ，他のプレイヤーに影響されて自分の行
動への変化が見られた．

いる．このプレイヤーは web サイトを見てはいるが，図書

陣取りゲームをすることによる図書館利用の行動にも

館内での行動にはあまり関係なかったと実験後のアンケー

変化が見られたが，個人によってその変化が異なった．ま

トで答えていたが，実際には他のプレイヤーが獲得してい

た，今回の実験では比較的短い期間での実験だったが，今

る陣地が気になり足を運んでいることが行動ログと本の貸

後の利用でより長期的な利用を行った場合はその変化も時

し出し履歴からわかった．

間経過とともに変化するのではないかと考えられる．なぜ

本の貸し出し履歴に関しても歩き回ったことによって新

なら，陣取りゲーム形式のゲームでは戦況の変化とともに

しい分野の本の貸し出しを行ったユーザが多かった．加え

自分の行動も変化させなければ，ゲームに勝つことはでき

て，あまり歩き回っていなかったユーザに関してもより長

ないためである．そのため，長期間でゲームに勝つために

く同じ本棚に滞在するようになったことで今までは手を伸

行動することで図書館内での行動も多様に変化していき，

ばさなかった本にも手を出してみるなどの再発見的な本と

通常の利用法では得られなかった変容が起こるのではない

の出会いが見られた．

かと考えられる．
図書館内の行動ログと貸し出し履歴からもわかるよう
に，図書館内を歩き回るようになったことで利用者の興味

5.4 考察
今回の実験からは，ゲーミフィケーションの効果とし

のある分野にも変化が現れたが，積極的に歩き回っている

て，ゲームに参加することで滞在時間の増加が見られた．

プレイヤーと一か所に集中しているプレイヤーではその変

また，ゲームに参加するプレイヤー同士でのコミュニケー

化の種類に差がある．しかし，今後長期間で行えば広く浅

ションが行われていた．これによってプレイヤー同士で体

い・狭く深いという変化だったものが広く深い変化に代わ
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図 10

過疎化している陣地を攻める行動

図 11

Fig. 10 Getting unpopular positions

他のプレイヤーに影響されて歩き回る行動

Fig. 11 Walking around influenced by other players

るのではないかと考えられる．

6. まとめ
図書館利用の活性化を図るためにゲーミフィケーション
システムが有効であると考え，陣取りゲームシステムを提
案した．加えて，システムの利用によって利用者間の体験
共有や，コミュニケーションなどのインタラクションの増
加に繋がり，これにより利用者の行動に変化が生まれるこ
とによって，利用者の興味のある分野が広がるのではない
かと検討した．また，実際に陣取りゲームシステムを図書

図 12

館利用に用いることによって，利用者の行動にどのような

本の貸し出し履歴から見られた変化

Fig. 12 Changes seen from the book’s loan history

変化が得られるのか検討した．
今回の実験からは，ゲーミフィケーションシステムに

たが，より長期間の利用を行うことで図書館利用の行動に

よって，ゲームに参加することで滞在時間の増加が見ら

も変化も利用期間の増加とともに多様に変化するのではな

れ，利用の活性化が行えたと考えられた．加えて，ゲーム

いかと考えられる．なぜなら，陣取りゲーム形式のゲーム

に参加するプレイヤー同士でのコミュニケーションが行わ

では戦況の変化とともに自分の行動も変化させなければ，

れ、それに影響されてプレイヤー自身の行動への変化が見

ゲームに勝つことはできないためである．ならば，ゲーム

られた．

に勝つために行動することで図書館内での行動も様々に変

今回の検証では約 4 週間程度しか利用を行っていなかっ

化していくと考えられる．
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また，今後は利用者個人個人の行動の変容に合わせた
ゲーミフィケーションも必要ではないかと考えられる．今
回のゲーミフィケーションでは一部のプレイヤーに関して
はあまりゲーミフィケーションによる変化が見られなかっ
たことがあった．これの改善にはより利用者同士でお互い
に高め合っていくことが必要なのではないかと考えた．そ
のためにはゲームのシステムの中により体験共有を行える
要素が必要であると考えられる．
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